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四條畷市 福祉計画検討委員会 議事録 

 

日 時：平成 26年 12月 16日（火） 

14時 00分～16時 00分 

場 所：四條畷市立保健センター集団検診室 

 

１．開会 

 

２．部長挨拶 

 

３．なわて高齢者プラン 2015（高齢者保健福祉計画）の策定について 

 

小寺委員長 

  こんにちは。年の瀬のお忙しい中、お集まりいただいてありがとうございます。12月ということ

で、本日はかなりまとまった素案が出て参りました。素案をご議論いただいて、年明けには市民の

皆様方へのパブリックコメントが予定されています。 

そうしましたら、次第としております審議に入りたいと思います。次第の「３、なわて高齢者プ

ラン 2015の策定について」のご説明をよろしくお願いします。 

 

 事務局 

   まず、素案の審議の前に今後のスケジュールを申し上げます。先程、委員長から話がありました

が本委員会でご審議をただきまして、修正等を行った上で原案とさせていただき、パブリックコメ

ントを実施したいと考えてございます。 

期間につきましては年明けの１月 15 日から２月 13 日までの 30 日間を予定させていただいてお

りますのでご報告申し上げます。それでは素案の説明に入らせていただきます。 

 

事務局  計画素案を説明 

 

小寺委員長 

   ありがとうございました。只今、なわて高齢者プラン 2015 素案についてのご説明をいただきま

した。今のご説明に関しましてご意見、ご質問はございますか。 

 

 山上委員 

   予算や人がどれくらいの計画となっているのかということです。つまり、年間にどれだけ費用が

かかるか、どれだけの人いるのか、今の人員で出来るかどうか、というようなことを具体的に考え

ておられるのかなと。 

プランはわかりますが、要は人とお金がないと実現できないですので、その人とお金については

どうですかということです。 
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 事務局 

   市としましては、平成 27 年度の保健師の採用、それから社会福祉士の採用というのが既に三次

合格ということで人数があがってございます。そういう人材がどこに配置されるのかということで

すが、保健センター、子ども部局、それから福祉全般の部局が交渉させていただいております。 

   ちなみに高齢福祉課といたしましては、社会福祉士を含めた専門職を増員ということで人事へは

要望してございます。それから、くすのき広域連合、介護保険本体の方なのですが、そちらの方は

人員が 18 名に決まっております。ですので、臨時職員という形で増員を計画にあげていて、各市

の人事部局と交渉していると承っております。 

   現在、人事部局の交渉を開始したというところでございます。 

 

 山上委員 

   ということは、まだ増員するかはわからないということでしょうか。 

 

 事務局 

   申し訳ございません。先ほどの増員交渉については、社会福祉士だけでした。すみません、私の

間違いでした。 

具体的な人数については控えさせていただきたいのですが、具体的な人数を設定して増員交渉を

行っているところであります。 

 

 山上委員 

   計画は、人がいて初めて立てることができます。計画を立てるにあたっては、それだけの社会福

祉士が必要だということを前提に計画を立てられていると思います。それを今、人事で交渉という

のは本来おかしいとこだと思います。 

何にしても、事業をするには事業内容と、人と、お金ですから。ここがセットになってないとい

けないので。ところが今、これからの交渉にするということでは、そもそもこの計画が実行できる

のかということ自体がクエスチョンマークということになりますね。 

人が採用されなかったら実行できないと。普通の広域連合はどうなのでしょうか。今のところの

計画を基にしてこれを考えられているかどうかということです。本来は構想があって、計画があっ

て実施しています。そして必ず構想の中に人を入れとかないといけません。人がいるという事は、

それだけの予算も必要となります。まして社会福祉士は国家試験を通っている訳ですし、その人を

一人でも採用した場合は、例えば月 20 万円でも年間に 240 万円の予算が必要となります。それが

もう既にできているのですか、織り込み済みなのですかということを聞いているのです。 

予算がしっかりとできているのですかということを言いたいのですが、困られると思うから控え

ております。ただ、人事と財政の担当にここに来てもらい、「この点については分かっているので

すか」と聞きたいです。それができないないと、この計画は絵に描いた餅になります。 

実際、現実的なものを見つめた場合、計画が実行可能なのかと。それだけ課長も担当の方も苦労

されるのではというのを心配しているのです。 

今の陣容の中でやらないと、しなかったらこれは無駄になります。このことを財政とか人事が理

解しているのでしょうか。理解しないと実行できませんが、人事は多分、こういう話し合いをしな

いから、知らないと思います。 
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事業を実施するにあたっては、みんなで考えないとだめだということ。これはどこの企業もやっ

ていることであり、当たり前のことを少しお話ししてみました。そうでないと担当の方が困られる

のではと心配しております。 

 

 事務局 

   庁内では、プロジェクトチーム、これにつきましては一部若手研修プロジェクトということで、

人事課が入った中で実施しているものがございます。ただ、それが庁内全体的に浸透しているかと

いうことになりますと、まだまだそこまで行っていない状況でございます。 

委員の指摘がありましたが、この計画について、人と予算がついてないということなのですが、

法定計画としまして目標を設定し、当然何でも好きにかけるような計画ではございませんというこ

とで、大阪府がチェックする指針も踏まえながら、目標を設定させて頂いております。先程説明さ

せていただきました介護保険制度の改正の部分が大きく、高齢者福祉計画にも降りかかってきてお

りますので、そういったことを踏まえて、計画案を出させていただきました。 

 

 山上委員 

   これは大阪府の助成金が何かもらえるのですか。 

 

 事務局 

   助成金は出ません。 

 

 山上委員 

   予算内でやるということは織り込み済みじゃないと。予算を要求するわけですね。 

 

 事務局 

   この計画に基づいて大阪府の補助金を取るという、そういうものにも十分なっておりまして、こ

の計画に掲載されていなければ補助金が取れないと。ですから、この計画では抜け目なく事業を抽

出しているということでございます。 

 

 山上委員 

   地域再生と言われていますが、それだけのものを国から出しますよと言っているわけですね。そ

れに準じてそれだけ認められるような計画書とか、そういうのを持って行ったら補助金をもらえる

可能性があるわけですね。本当であれば、それをいくらもらうようにしているのかという計画も必

要になるのではないでしょうか。 

 

事務局 

  当然、補助金が取れるのもありますけども、やはりマンパワーも必要となります。全てを理想通

り実現にするのは難しいかもしれませんが、当然、目標設定がないと我々行政としても取り組むこ

ともできませんので、そういう３年ごとの見直しという中で、新たな目標を時代に沿った形で設定

させていただきました。 
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守屋委員 

地域資源の発掘、支援について、ＮＰＯ法人なわてクラブが頑張っており、現在会員が 200人を

超えました。介護が必要でない元気な高齢者が、必要な高齢者を支え合うという協働的なボランテ

ィア団体の取り組みを、市として何か支援してあげてほしいのです。 

 

事務局 

会長からそういった話も聞いておりまして、今後また総合事業等含めまして、具体的な内容をは

っきりして来ましたら、相談させて頂きたいと思っております。 

 

小寺委員長 

それに関連した事を聞きたいことがあります。予防給付が再編されて、より身近な地域でサービ

ス提供ができるということがＰ６「（５）地域支援事業の見直しに併せた予防給付の見直し」にも

書かれています。先ほど委員がおっしゃった活動についても、Ｐ52の「生きがい支援型の通所事業」

などもの、この辺りのどこかに組み込まれていくということでしょうか。総合事業に振り込まれて

いる事業というのはどういうものを考えられているのでしょうね。 

 

事務局 

  まずは、お財布の話をさせてもらいたいと思います。くすのき広域連合という財布がございます。

そこにはたくさんのお金を持っている札束を入れるところと、小銭を入れるところがございます。

札束のところというと、財布全体くすのき広域連合というのは 250 億円を扱う財布でございます。

その内、230億円くらいが札束であり、いわゆる介護給付なのです。 

それと小銭の部分、小銭と言ったら失礼なのですが、その部分が地域支援という財布になります。

この財布を使って無償ボランティアや有償ボランティア、あるいは今、すでに介護事業所としてや

っていますが、専門職ではなく資格を持ってない人などを活用するようなイメージなど、色々なイ

メージがございます。 

これは基本的に新しく着手するという部分がこの事業のメインになりますので、今の考えですと、

街かどデイハウスやふれあいサロンという既存の事業については、くすのき広域連合の財布に頼ら

ず、市が独自に継続していきたいと考えてございます。 

結論で言いますと、全くこういうことをやってなかった市町村では、全て介護保険の財布から保

険料を主体としてやっていくということになるのです。同じような活動というのが今後は介護保険

を主体とした活動としても出てくるということはあり得ますが、現段階で、特にこの P52 ﾞに記載

している事業につきましては、市が直接、直轄という形でもしくは委員会形式にして続けて行きた

いと考えております。 

 

小寺委員長 

もう一点、地域がかなり主体となって色々とサービスを提供していくということで、地域包括支

援センターの機能強化も求められています。また、配置されている職種のことについても三職種と

ともにリハビリ専門職という話もあります。 

地域包括支援センターについてはＰ64で機能強化のことが書かれていますが、この辺りは現在四

條畷市では３か所なのですが、もっと充実させていく方向性も考えられていますか。 
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それともう一点、公正中立な立場ということが書かれていますが、これはかなり今、社会的に問

題になっています。その辺の議論は介護保険事業計画の方で検討されているのでしょうか。 

 

事務局 

まず、前段の地域包括支援センターについて、高齢の方の人数５千人から８千人を一つの目安と

いうことにしてございまして、現状、四條畷市内は３か所ございます。ただ、本市の高齢者人口の

規模から言いますか、2.5～2.6か所くらいの規模ということでございます。 

現状では、三職種を配置させていただいている第一圏域と第二圏域、三職種のうち２つの職種に

させてもらっている第三圏域ということであります。 

お隣を見ますと大東市も実は西と真ん中と東の３つの圏域でございます。くすのき広域連合にな

りますと、守口市は６か所なのですが、一部の圏域では高齢者の方が９千人というようなところが

ございまして、さらに地域包括支援センターをつくるべきなのかという議論をさせてもらいました。

結果的にはその圏域は変えずに、職員を増員したらいいのではないかという結論になりました。 

一部、守口市、門真市については三職種を２グループといいますか、６人体制でやっている地域

包括支援センターもございますが、現状、介護保険法に基づくくすのき広域連合の考え方では、３

人で問題ないのかなという風に考えてございます。 

ただし、これもたまたまお隣の例ばかりとなりますが、大東市では「元気でまっせ体操」という、

体操を打ち出して、今までは同じようなお体の方に集まってやっていただいていたのですが、そこ

へ元気な方も入ってもらい、一人では体操ができない方にも入ってもらってお互いに支え合いなが

ら地域でやろうという取り組みでして、厚労省がべた褒めをしている状態でございます。 

今、委員長がおっしゃったように理学療法士もしくは作業療法士がそこに入ることによって機能

回復というところの動機付け、あるいは目標設定ができるのではないかというところが謳われてお

り、例として出されています。くすのき広域連合では、その様な取り組みを何か所かで試験的にや

りたいなというところで、現在、事務レベル等で相談している状態でございます。ただ、本計画に

はそこまで具体的なところはあげてございません。 

それから公正中立の立場についてですが、２年に１回ほど実施している大阪府の監査では、要支

援認定者のケアプランの件数については特に問題ない範囲ということでした。外注といいますか、

状態が安定している方についてはケアマネジャーのいる居宅事業所へ委託という形でお願いして

おりますので、一応、検査上は余裕をもって公正中立な位置をキープしているというとこになって

おります 

 

小寺委員長 

   はい、他にございませんでしょうか。 

 

石井委員 

   色々、施設や機関あって良いかとおもいますが、実際に利用されている方というのは顔が同じで

はないでしょうか。私の母親を例に出しますと、盆踊りをやって、フラダンスをやって、カラコロ

体操に行って、サロンに行ってと何か同じ人ばかりが集まって取り組んでいるようで。本当は、そ

こに行かない人が問題なのではないでしょうか。 
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そのような場に子どもを連れて行けば、小さな子を見ておばあちゃんは喜んでくれますが、現状

利用者が３～４人がいるだけで、それを支えるボランティアの方とか、そういう人たちの方が遥か

に多いような雰囲気がしており、何かもったいないですよね。「さんら」などでも、91 歳の方がお

られて、その人が一番元気なのです。こういったものをものすごく必要ではないのかと思うのです。 

 実際に利用されている方が少ないです。毎年、目標、目標で新しいものをどんどん作っていかれ

たり、変えていったりされるのですが、これってお金が続くのでしょうか。 

私は障がい者ですが、はっきり言って国は、障がい者について、お金の面でものずごく厳しいの

です。特に、人工透析されている方が今度、障がい者年金二級から三級に変えるという話が出てい

ます。そうなると、年金をもらえる人がもういないと。週三日拘束される人達が野に放たれるわけ

なのですが、市として生活保護を受け入れるか、そういった中で高齢者のところだけどんどんお金

が増えていっているような気がして仕方がないのです。 

ただ高齢者は人数が多いからそうなっていくのだと思うのですが、その中ではやはりボランティ

アということが計画の中に最初に入り込んでしまっています。あくまでもボランティアですので、

人数として入れるべきものなのでしょうか。そこら辺りが私には少し理解できないのです。 

この辺りについて、ボランティアをやっている人にもよく聞くのですが、ボランティアと同じ仕

事をしている人が、片や給料をもらっていると。片や一銭ももらわずにボランティアをやると。そ

ういう不満も出てきています。ボランティアではなくて、労働という雰囲気になってきているので

すよね。 

   この計画を見ると、民生委員さんを含めてボランティアが担い手として多くを占めている気がし

て仕方ないのです。その辺りを計画の中に入れてしまっていいのかなという風に思います。その人

達が「もう嫌だ」と言い出したらどうなるのでしょうか。箱だけが残って人がいなくなりますよ。

実際に、そういう声が聞こえてきます。 

ボランティアというのはあくまでも、自己責任ですから。私達でも災害のボランティアとかに行

くとき、「準備ができてない奴は来るな」ということを絶対言われますからね。それだけ厳しいも

のだと思うのです。 

だからこそ、そういうものが計画に入っていいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

事務局 

  高齢者の事業に関するボランティアにつきましては、ボランティアをされる方もボランティアを

することによって生きがい、やりがいを感じていただく、こういった部分の視点もございまして、

特に街かどデイハウスにつきましては、そういった地域の住民が地域で運営する形、高齢者のスタ

ッフが従事するという形で大阪府が推進して進めてきた事業でございます。 

ただ、おっしゃられる通り何でもボランティアに押し付けるというのはよくありません。その視

点については市としても同じておりますし、ボランティアの中でも全く無償のボランティア、有償

のボランティアというものに分かれてございまして、その辺りもしっかり市として認識しながら、

今後とも進めさせていただきたいと思っております。 

 

石井委員 

  ボランティアについてはもう一度考えた方が良いのではないでしょうか。そもそも有償ボランテ

ィアとは何でしょうか。お金をもらえるということは、ボランティアなのでしょうか。 
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事務局 

  お金については、大阪府の最低賃金を下回る金額という形で、時給例えば 500円であるとか。 

 

石井委員 

  それは安く労働させるための人間ということになるのではないでしょうか。でも、同じする仕事

について、片や普通の給料をもらっているわけですよね。何かボランティアとしての意味が違う気

がします。東北の震災の時に集まったボランティアは一銭ももらっていませんよ。自分の食事も寝

袋も持って水もみんな担いで行きますので、有償ボランティアという意味がちょっとあまりよくわ

からないですよ。 

私たちの身体障がい者の福祉会でも運動会するとか、何かを行事などをするということだったら、

「ボランティアが 15人くらい要るかな」とか、何かそういう話になってしまうのですよね。 

しかし、基本的に私はいつも「それはおかしいですよ」と言っています。ボランティアというの

はちゃんと何かやりたいという人が集まって、ボランティアという形になっているだけであって、

先にボランティアの人数を決める時点がもう間違っているという話なのです。出来ないものは最初

からやらなくてもいいということなのです。 

何かみなさん当たり前になってきているのかもしれませんが、一度しっかりと線を引かないと、

気づいた時にはボランティアがいなくなっているような気がします。みんな年がいってしまったと

き、今の若い人がボランティアをやってくれるかと言ったらわからないですよ。しかし、今までや

っていたボランティアの高齢者の方が、今度は本当に介護が必要な時に「私たちがボランティアを

していた時はあれだけしたのに、何でしてくれないのか」ということになります。 

だから私は何かその「ボランティア」という言葉をつけてやっていくというのはおかしいのでは

ないかと思います。ボランティアはボランティアとして、「ちょっと助けてあげる」とか、「たまた

まクリスマス会で飾り付けを手伝う」とか、そういうのがボランティアじゃないでしょうか。 

何かもう今は、ボランティアが仕事とか労働になっているような気がします。でも片や、一銭も

もらわない人がいて、片やちゃんと給料もらえる人いるというのは不公平だと思いますよ。 

 

 北川委員 

   委員の言っている分もよくわかります。しかし、今現在、社協で登録しているボランティアは 286

人いらっしゃいます。私らが入ったのは 30 年前ですが、有償ボランティアという言葉は一切あり

ませんでした。ボランティアはボランティアです。それにできる時間にできる事をする、それから

できないことをきれいにはっきりと連絡会をもって断ると。「それは出来ません」「こっちは出来ま

す」という振り分けが現在もできております。 

   「できる人がする」「できる時間を使う」というようなことで、現在は 12グループだったと思い

ますが、その中に学生ボランティアも入りました。子育てや介護、移送などについて、これの資格

を取ったりしています。無理をしないようにできることをしていくのがボランティアじゃないかと

いうことで始めたのです。今は高齢化で少し減ってしまいました。 

 

 石井委員 

   お金の問題もできています。有償ボランティアに関しては名前を変えていかないと。 
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 北川委員 

   有償とつく場合はやっぱり、ボランティアと付けてほしくないですね。 

 

 石井委員 

   だからその辺が勘違いされるところがたくさんあって、ましてやそれを市の計画に入れてしまう

というのはおかしいように思います。シルバー人材センターは時給 1000円の枠がありますよね。 

移送ボランティアのように人の命を預かるものが、１回 500円でいいのかな、ずっと思っており

ました。これでもし事故とか起こして、利用者が亡くなってしまったら、運転していた人は一生悔

やむわけです。そんな過大な責任をボランティアにさせていいのかなと思います。 

だからこそ、同じような仕事を片や介護サービスできちっとお金をとって、ちょっと行ったら１

万円近くかかってしまうような、決して安くないサービスをやっています。それと移送ボランティ

アとどう違うのですかという話なのです。 

ボランティア、ボランティアと言って定義が少し違うのかなと思います。 

 

 事務局 

   おっしゃる通り、移送ボランティアにつきましては有償運送の縛りがございまして、「タクシー運賃

の半額以下で走りなさい」という形で指針が出ております。そんな中で当然、その単価で割り当てさせ

ていただきますと、ボランティアさんには金額が非常に優遇設定されておりますけが、何でもボランテ

ィアということではなく、福祉という観点から色々なボランティアが出ておるかと思います。 

また、福祉以外のお手伝いという部分と色々と区分しながら、今後もボランティアについて考え

ていかなければならないと思っております。 

 

 石井委員 

   あくまでもボランティアというのは自己責任ということが中心に入らないと成立しないと思い

ます。だから、移送中に事故で車の後ろに乗っていた方が怪我をされたり亡くなった場合は、やは

りその責任は負わなければいけないのです。謝りに行ったりとか、病院に見舞いに行ったりとか、

その辺りがボランティアというのがおかしいなと思います。自己責任が主流になるものに関しては、

危険が伴うと事故では責任がとれないとなると思うのですが、それが計画に盛り込まれてしまうと

いう時点で少しおかしいと思います。 

   ただ、今のボランティアの名前を変えたら済むということであれば別にいいのですが、計画段階

でボランティアというのはおかしいと言うことです。 

 

 小寺委員長 

   有償ボランティアと無償ボランティアについては、正式に有償ボランティアをいくつか使ってい

るのでしょうか。 

 

 事務局 

   はい。厚生労働省では使ってございます。私どもも正直な話、今までイメージしてきたボランテ

ィアは無償でしたが、そこから交通費程度はというところとか、あるいは食事代程度というところ
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から、具体的には先程申し上げましたように最低賃金以下で設定して、本当に「単価×期間」みた

いなところも含めてボランティアという表現を使っていますので、「無償ボランティア」と「有償

ボランティア」と言う表現をあえて使わせていただいているところです。 

   もう一つ、委員からのご指摘は重々なのですが、利用者の立場に立てば、やはり利用料としては

当然安い方がいいというところもございます。 

そこについては非常にバランスが難しいかなと思います。その中で実際の動いている活動に関し

ましては、そこからパワーダウンしないように色々お願いもしながらこの計画に組み込んでおりま

す。計画が下方修正しなくてもよいように、頑張らなくてはいけないと改めて思っているところで

す。 

 

 石井委員 

   あまり納得はできないですね。うちの父親はもう十何年間、朝の５時半から市役所の草抜きやっ

ています。うちは畑を持っているので、朝５時半から１時間だけいつも東玄関の椿の枝拾いを担当

して、草抜きをやっています。父親は脳梗塞で一度倒れて、退院してからすぐまた草抜きに行き始

めました。父親は「市役所が汚かったら格好悪いわ。そんな恥かしいことは出来ない。」と、だか

らやっているだけだと。別にお金の問題ではなくて、それがボランティアに繋がって行くのではな

いかと思います。 

   ただ、後で自治会が３万円払うから、もらえるから割り当てるという話だったのですが、雨の日

も雪の日も、朝の５時半から草を抜いています。独特なまちですが、まちを愛する人もたくさんい

ると。だから、「ボランティア」という言葉の定義がだんだんおかしくなってきているのではない

かと思います。市はそういう人たちを最初からあてにして計画をつくっていること自体が、少しお

かしいのではないかと。 

   行政が作る計画ですから、やはりそんな人達が最初から入っているということはおかしくて、人

員の予算をもって計画を策定するべきだと思います。 

   例えボランティアでも責任はありますし、ボランティア活動で高齢者を怪我させてしまったら気

持ちのいいものでは絶対ないです。でも、ボランティアは自分で責任もってトラブルを回避しない

といけないわけで、まずはボランティアではなく、人員確保のために予算を確保して頂きたいと思

います。何か、ボランティアをあまりにも便利に使っているように思います。 

   率直な意見として、「さんら」などでやっていること自体は大変良いことだと思うのですが、今

のままではいけないと思います。 

 

 事務局 

   国の説明をそのまま使うと、どうしても言い訳のようになってしまいますが、ひとつには介護保

険制度の中の担い手、いわゆる介護現場で働く労働者、人員不足というところが問題になっており

ます。つまり、ヘルパー資格を持っておられる方が介護現場で生活の糧として長期で働けないとい

う問題がありまして、国が考えているのは、資格を持たない人が参入できる間口を広げるというこ

とです。 

   例えば、ヘルパーの資格を持たなくても長年、家で食事をつくってきた人や家の掃除だったらで

きるという人が、間口を広げることによって、ヘルパーの資格を持つ方が、より介護を必要な方へ
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の介護にシフトできるという思惑も国にはあると思っております、サービスを提供する側の数や質

のこともあって、ボランティアを積極的にというところにつながっています。 

   それから、先程の繰返しになりますが、何かやりがいとして活躍できる場があれば活躍したいと、

それが生きがいに繋がっていくというところも国は表現しております。おっしゃるように、最初か

らこれを前面に出して行くとおかしなことになりますので、その辺りは少しバランスを考えながら

と思ってはおりますが。 

 

 石井委員 

   前回も申し上げましたが、障がい者をどんどん福祉の世界に組み入れていけば、たくさんの担い

手になるのではないでしょうか。だめなのでしょうか。介護職がいない、ヘルパーがいない、そう

いうなかで、障がい者ができることもあるのではないでしょうか。手が動く人は手ででるし、足が

動く人は足でできます。なぜ、そこだけはいつも区分されるのでしょうか。実際に事業所に来られ

て私も話しをしたのですが、障がいについて一番知っている事業主さん達に「障がい者を雇ってい

ただけないか」と頼んだのですが、あまりいい返事をもらえていません。そうなると、誰が障がい

者を雇うのです。専門の人がいるところでも雇っていただけないと。介護人材が不足しているので

はあれば、障がい者を入れていけばいいのではないかと思います。 

車椅子を押せるものはたくさんいます。服を着せられる人もたくさんいます。お話しを聞く障が

い者もたくさんいます。難しいことはできないかも知れませんが、簡単なことができる人もいます。

私たちのような透析患者でも透析のない日は、普通の人と一緒ですから、ただ一週間続けて働ける

だけの労働条件がないというだけのことなのです。 

だから、国などが障がい者雇用を推進するということを言われても実際、一番人の足りない分野

で雇っていただけないというのが現状です。その辺りを一度、行政にも考えて頂きたいのです。障

がい者はみんな施設に入っていないといけないとか、そういうことではないと思うのです。作業所

に行ったって、別に介護の勉強もできますし、練習もでき、料理もつくれます。そういうところを

何か行政は区分をしたがるのですよ。高齢者は高齢者、障がい者は障がい者、子どもは子ども、ど

んどん分けて計画を策定していくから、何かミックスできないのです。 

せっかく、こういう会議があるので、そういう障がい者も働く場所に困っているということ、福

祉活動されている方は人が足らないということを踏まえて、お金を使うことばかりでなくて、今や

れること、お金をかけないでもできることがあるのではないでしょうか。そういうことも何か計画

に入れてほしいなと思います。 

私の考えだけではすみませんが、障がい者の雇用については、どこからも良い返事がもらえませ

ん。障がい者は施設、透析患者は病院の中において置くといわれているような気がします。その一

方では、簡単な福祉活動で人が足りないというところがたくさんあるのです。でも、その中で障が

い者は入っていけませんし、ましてやその勉強さえさせてもらえないと。福祉というのはトータル

でやっていかないと、単体でやっていくとお金ばかりかかってしまいます。 

   どこが最初に絞られるかといったら障がい者なのです。はっきり言って一番カットしやすいとこ

ろです。でもせっかく、福祉ということで、みんなで検討するのであればそういうこともミックス

していけるのではないでしょうか。高齢者は高齢者で、今度は元気な高齢者が登下校時の子どもを

見守れるように通学路をウォーキングしてくれとか。うちの親でも毎朝、「２キロ歩いた」「３キロ
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歩いた」と言っておりますが、そんな元気な高齢者に登下校時に通学路に歩いてくださいと言って

もお金は必要ないです。 

ミックスせずに単体で動いていくのは、ものすごく問題だと思います。実際は難しいかとは思い

ますが。 

 

 小寺委員長 

   最初の部分では、ボランティアさんの活用ということで、計画の中ではあまり前面に押し出して

それに頼るということではなく、その記載について検討してほしいというご意見でした。 

   それと他にも障がい者雇用の問題というか、介護労働が不足しているのではあれば、障がい者を

活用したらどうかというご意見でした。障がい者の優先条項を出すことについて、市の方針がなさ

れていきますが、そういう中でそれを拡大して雇用の場の繋がるような取り組みにつても、また市

で検討いただければと思います。 

   その他に何かご意見、ご質問はございませんか。よろしいでしょうか。そうしましたら、様々な

ご意見をいただきましたので、頂いた意見の内容を踏まえて事務局と私で修正等を作成し原案とさ

せて頂いた後に、パブリックコメントに望みたいと思いますがよろしいでしょうか。 

  

 各委員 異議なし 

 

 小寺委員長 

はい、ありがとうございます。それでは事務局から連絡事項をお願いします。 

 

事務局 

   委員の皆様には貴重なご意見を賜りありがとうございました。委員長の説明にありましたように

本日の審議に基づいて修正等を行い、原案とさせていただきまして、パブリップコメントを年明け

１月 15日から 30日間実施させていただきます。 

意見を募る場所につきましては、市のホームページの他、市広報を通じまして市役所高齢福祉課、

並びに情報公開コーナー、また市民総合のセンター図書館、田原支所と図書館と合わせて５か所に

設置させていただきます。 

   また、次回の検討委員会につきましては討審を行った上で計画策定へと進めさせていただきたい

のですが、日程につきましてはパブリックコメントの結果を踏まえ、また健康福祉部の他計画の進

捗等との調整を図った上で委員長と決定し、委員の皆様に開催のご案内を通知させていただきたい

と考えてございます。よろしくお願い致します。 

 

守屋委員 

パブリックコメントについては、もっと意見がもらえるようにしないと。形だけでは全然貴重な

市民の声が聴けません。ホームページで意見を書こうと思っても、どこにあるのかわりません。ホ

ームページのトップ画面にわかるようにリンクを貼っておかないと、パブリックコメントの画面ま

で辿り着くのが大変ですので対応をお願いします。 
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事務局 

   この秋からホームページが変わっており、高齢福祉課や障がい福祉課がそれぞれのページを作成

することが可能となっております。ですから、なるべくアクセスしやすいような形でアップさせて

いただきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 

 

 小寺委員長 

   全体について何かご意見、ご質問ございませんか。 

特にないようですので、本日予定しておりました審議は全て終了致しました。長時間、どうもあ

りがとうございました。 

 

 

 


